
【問い合わせ】 いつでもご意見・ご質問を受け付けております。 

WICT メーリングリストへ送信する場合 

（メーリングリスト登録者限定） 

wict@umin.ac.jp  

日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部  

久保健児 へ送信する場合 

kubokenji1010@yahoo.co.jp  

 

1. WICTの次回以降の予定 ～随時更新します～ 

2. 当日までのお願い 

3. 当日のテレビ会議システムでの参加手順と留意事項 

#１． WICT とは 

＃２． WICT 連絡用メーリングリストの登録者一覧 

-------------------------------------------------- 

 

1. WICTの 2019年度の予定 ～随時更新します～ 

テーマは、開催月の少し前に、メーリングリストでお知らせします 

日時は、随時、更新し、下記に示します。 

 

開催日 

（予定を 

含む） 

開始 

時刻 

テーマ 

（意見交換と 

ミニレビュー

用） 

担当 

病院 

参

加

施

設

数 

参

加

人

数 

職種別 

医

師 

看

護

師 

薬

剤

師 

検

査

技

師 

事

務 

他 

2019/5/16

（木） 

17:00~ （中止）          

2019/6/20

（木） 

17:00~ 抗菌薬の供給停

止と 

新薬ザバクサ 

日赤 5 29 12 7 7 2 1 0 

2019/7/17

（水） 

17:00~ 嘔吐・下痢の対

応 

 

紀南         

2019/9/18

（水） 

17:00~ 和歌山県の感染

症地域連携のと

りくみと今後に

向けて～和歌山

感染危機管理支

援ネットワーク

のご紹介～ 

日赤         
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2019/11/20 

（水） 

17:00

～ 

PIPC/TAZ 等の

適正使用①～院

内肺炎予防を含

めて（仮） 

         

2019/12/18 

（水） 

17:00

～ 

PIPC/TAZ 等の

適正使用②～

CAUTI 予防を

含めて（仮） 

         

2019/2/19 

（水） 

17:00

～ 

感染管理の新し

い情報（仮） 

         

2019/3/18 

（水） 

17:00

～ 

今年度の締めく

くり：演題募集

中 

         

今後の候補：AST カンファの困った事例、細菌検査の賢い使い方、耐性菌（CRE など）、 

敗血症、結核、梅毒 

 

2. 当日までのお願い 

● 持ち込みの話題提供、ウェルカムです！  

 

テーマに関係あるもの、まったく関係ないもの、なんでもお待ちしています。 

当日パソコンをつないで、いきなりプレゼンでも構いませんし、 

パソコンなしの口頭プレゼンも OKです。 

 

強制的な発表はお願いしていませんが、 

✓ 各施設の、若手のプレゼンの場にする 

✓ 他の研究会や学会での発表を和歌山でもご報告いただく 

✓ 各施設の意見を聞きたいテーマ・気になる症例をもってくる 

など、持ち込みの話題提供、大歓迎です。この機会をご利用ください。 

なお、事前にわかっている場合は、久保までご連絡いただけるとうれしいです。 

 

● 「わざわざ訊くほどでもないんですけど」 「みなさんどうしてますか？」 的な 

ささいな疑問を貯めておいて、当日投げかけてください。 

 

✓ 感染症に関する、「ささいな疑問」お待ちしています。 

✓ 各回のテーマには関係なく、なんでも OK。 

 



3. 当日のテレビ会議システムでの参加手順と留意事項 

 

和歌山感染症地域連携遠隔カンファ（WICT）にテレビ会議システムで参加いただく際の手

順及び留意事項について、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 事前準備  特にありません 

（事前または終了後、必要に応じて、メールで配布している 

資料は、他の参加者へ印刷またはメールで配布していただ 

いてもかまいません） 

 

２ 当日作業 

 ①接続確認 開始１５分前にシステム端末の電源を入れ、発信⇒ 

（検索またはダイヤルにカーソルを合わせ）９０００５ 

（多地点接続）と入力し、発信接続を行い、 

日本赤十字社和歌山医療センター側の職員と画像・音声等 

正常に起動するか確認してください 

 ②本接続  システム設置部屋に参加者に集合いただき、接続してください 

 

３ 留意事項 ①会議中は、マイクは原則「オフ」にしてください 

       ②発言の際は、挙手のうえ、司会から指名された後にマイクを「オン」にし

て発言してください 

       ③発言後は、再びマイクを「オフ」にしてください 

 

４ 当日終了後のお願い 

       当日 WICT の会議内で、スマホを使って行いますが、 

       スマホからメールにアクセスできない方は、終了後に 

       まとめてメールでご入力・ご連絡いただければ幸いです。 

 

連絡先  当日の主催者への連絡先は下記のとおりです。 

日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部 久保健児 

（073-422-4171（代） 

kubokenji1010@yahoo.co.jp  
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#１．  WICT とは 

テレビ会議システムを活用した感染症診療に係る情報共有カンファレンス 

「和歌山感染症地域連携遠隔カンファ 

（Wakayama Infectious Diseases Collaboration Teleconference；WICT）」 

 

【概要】 WICT は、日本赤十字社和歌山医療センター感染症内科部と和歌山県下の各医療機関とをつな

いで行う、感染症診療に係る多職種の情報共有カンファレンスです。 

遠隔医療推進協議会の事務局である和歌山県福祉保健部健康局医務課とのご相談の下に、和歌山県が

設置しているテレビ会議システムを利用して行います。 

【趣旨】日本赤十字社和歌山医療センターでは、県下に 2011 年に感染症内科部を設置して以降、感染症

や不明熱の症例をご紹介・転院いただく機会が増えてきました。また、和歌山県主導のもと、県下にテ

レビ会議システムの整備が進み、有効活用が期待されています。 

 そこで和歌山県福祉保健部健康局医務課とのご相談を踏まえて、WICT により、感染症診療・感染管理

における相談の場を提供するとともに、ご紹介いただいた方の経過報告などを行い、県内医療機関の皆

様方とともに双方向の情報共有を行います。 

 

１ 目的 県内感染症診療の地域連携 

２ 対象 感染症診療・感染管理に携わる医療者 

（医師のみならず、薬剤師、検査技師、看護師、事務など多職種の方で 

興味のある方も是非参加ください） 

３ 進行 適宜順番や内容を入れ替えますが、テーマとミニレビューは継続的に行います 

5 分 イントロ（紹介、前回の質問のふりかえり等） 

  10 分 感染症診療・感染管理における事例の参加者による相互相談 

（あれば当日持ち寄ってご発言ください） 

10 分 テーマに関した意見交換（あれば当日ご発言ください） 

  10 分 テーマに関したミニレビュー 

（当面、日本赤十字社和歌山医療センターから発信します） 

  5 分  相談・紹介事例の経過報告（あれば当日ご発言ください） 

４ 方法 事前連絡：メーリングリストまたはメールで連絡 

     当日：テレビ会議システムによる遠隔会議（90005 で発信接続） 

５ 日時 年 5～10 回程度（2 カ月に 1 回、第 3 週あたり、下記） 約 40 分 

６ 資料 メーリングリストまたはメールで配布（事前・当日・事後いずれか） 

７ 参加 メーリングリストはあくまで連絡用ですので、 

メーリングリストに登録していない方でも、当日自由に参加できます 

終了後、参加人数等把握のためにメールにより 

毎回集計しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします 

（日本赤十字社和歌山医療センター感染症内科部 久保健児 2019/5/8、9/13 修正） 



#２．  WICT連絡用メーリングリストの登録者一覧  

 

WICT メーリングリスト 

へ送信する場合 

wict@umin.ac.jp  

WICTメーリングリストへの 

アドレスの追加・変更・削除を依頼する場合 

（日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部  

久保健児 宛てに送信ください） 

kubokenji1010@yahoo.co.jp  

 

★ WICT では、各施設の代表者だけではなく希望者全員に直接ご連絡できるようにするた

め、この連絡用メーリングリストを作成しています。これを使って、次回予定やカンファレ

ンスの資料を配布します。 

 

★ メールを受け取られた方は、各施設内で、WICT の開催日時・内容などをご案内していた

だき、各施設の状況に応じて招集していただければと思います。 

 

★ アドレスの追加・変更・削除を依頼する場合は、上記までご連絡ください。 

 

2019/9/14 現在 登録内容に間違いがあれば申し訳ありませんがご連絡下さい 

（メーリングリスト登録者のみに公開） 

 和歌山県立医科大学附属病院  医師 

 和歌山県立医科大学附属病院  事務 

 和歌山県立医科大学附属病院  医師 

 和歌山県立医科大学  医師 

 日本赤十字社和歌山医療センター  医師 

 日本赤十字社和歌山医療センター  看護師 

 日本赤十字社和歌山医療センター  医師 

 日本赤十字社和歌山医療センター  医師 

 日本赤十字社和歌山医療センター  医師 

 日本赤十字社和歌山医療センター  医師 

 那智勝浦町立温泉病院  事務 

 独立行政法人国立病院機構和歌山病院  医師 

 独立行政法人国立病院機構和歌山病院  医師 

 新宮市立医療センター  看護師 

 国保北山村診療所  医師 

 国保日高総合病院  看護師 
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 国保日高総合病院  医師 

 国保日高総合病院  医師 

 国保日高総合病院  事務 

 公立那賀病院  医師 

 公立那賀病院  薬剤師 

 公立那賀病院  臨床検査技師 

 公立那賀病院  看護師 

 紀南病院  医師 

 くしもと町立病院  臨床検査技師 

 和歌山県  医療技師 

 和歌山県  臨床検査技師 

 和歌山県  医師 

 田辺保健所  医師 

 和歌山市保健所  医師 

 和歌山市保健所  獣医師 

 


